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(４年生大学在学生・卒業生対象)

(独)日本学生支援機構によると、2017年5月1日現在の外国人留学生は
文化庁届出受理講座

267,042人に達し、このうち日本語教育機関に在籍する外国人留学生数は
78,658人。法務省入国管理局によると2017年2月時点で日本語学校は605
校となり急増しています。また、2017年10月現在の外国人労働者数は
1,278,670人で、少子高齢化が進み労働人口や大学進学人口が激減するな
か外国人との共存は必須で、そのためには外国人に対する日本語教育が
益々重要になります。外国人に日本語を教える日本語教師の人手不足が
加速することが予想されます。在留資格「留学」が与えられる留学生を
受入れることが可能な日本語教育機関は、法務省入国管理局が定めた「日本語
教育機関の告示基準」を満たしていることが条件です。この新基準は2017年8月
1日から施行され、本学院も新基準を満たしています。文化庁は養成講座に関し、
2017年4月開講分から届出を受理した講座の修了者のみが新基準の日本語教育機
関で勤務可能としています。日本語教育に25年の実績がある本学院の日本語教
員養成講座で実践力を身に付け、日本語教員として世の中に貢献しませんか？
現在日本語教師として活躍する卒業生

モンゴル国立大学

シューライ メンデバヤル国際交流課長短期研修
1月4(木)～2月2日(金)の約1ヶ月間、本学園初めての試みとしてモンゴル国立大学の国際交流
課長として活躍されているシューライ

メンデバヤルさん(モンゴル・女性)を短期研修で受

入れしました。モンゴル国立大学は、世界の200の大学とパートナーシップ協定を結んでいま
すが、彼女は主にヨーロッパやアジアのプロジェクトを手掛けています。本学園と教育分野

職員へ向けてレクチャーをする様子

での提携を具体化するために、今回福岡にやってきました。午前中は学生として日本語の授
業に参加し、午後は経営戦略室のスタッフとして本学園の業務を勉強しました。研修中は宮
田学園の職員に向けて、モンゴルの国紹介や大学の紹介などプレゼンテーションも行っても
らいました。宮田学園は2年後の2020年に4年生大学の設置を構想中です。将来どのような形
でモンゴル国立大学と本学園が提携できるのか、探っていきます。 ※裏面に寄稿あり

クラスでの授業の様子

週末は福岡案内ツアー

西日本国際教育学院
鏡開き

1月期生入学式
1月26日（金）国際交流センターにて「2017年度西日本国際

1月11日（木）に鏡開きを行いました。伝統文化教育の一環

教育学院1月期生入学式」が催され、ネパール、ベトナム、

として行っているもので、鏡開きについて事前教育をした後、

中国の3ヵ国から総勢20名の新入生を迎えました。入学式後

実際に体験をしました。ぜんざいは教員の手作りで、豆を煮

には、西日本国際教育学院1階で歓迎会を行い、職員と一緒

るところから行われました。学生たちにも好評で、教職員も

に食事をしたり、歓迎の催しを楽しみました。1月期生は1年

含めて1000人分準備しましたが、きれいになくなりました。

3ヶ月という短い時間で次のステップを考えなければなりま

学生からは、「もっとたくさん食べたい、今年は更に美味し

せん。まだまだ不安なことが多い留学生活だとは思いますが、

い」などといった声が聞かれました。今年一年、みんな元気

職員一同精一杯サポートしていきます。

に頑張ってくださいね！

入学式に参加でき、この日を迎え
ることができて幸せでした。西日本は
福岡で一番の学校だからです。僕も同級
生も、この先成功して良い将来がまって
いることを信じて頑張ります。
（リジャル ビプラップ・ネパール）
集合写真（二列目左から三番目がメンデ課長）

アシスタントティーチャー始動

クラスメイトと一緒に「いただきます！」

初めて食べる白玉でポーズをとる学生

陶芸教室

1月よりアシスタントティーチャー制度を始動しました。こ

1月31日(水)に、今年度、西日本国際教育学院を卒業する2年

の制度は日本語教員資格は持っているけれど実践経験が少な

生が、卒業記念品の製作を行いました。福岡県の伝統的な陶

い方や、現在日本語教員資格取得の為に勉強中の方が対象で、

器である「小石原焼」の先生にお越しいただき、実際に学生

実際に授業に入ってもらい、専任教員指導のもと学生をサ

の目の前でロクロを回しながら、作り方や特徴的な文様を見

ポートするものです。現在５名のアシスタントティーチャー

せていただきました。学生たちは時折拍手を沸かせながら、

の先生が勤務しています。最初は教壇に立つことに不安を

興味津々で実演を見学しました。その後、様々な色の絵の具

持っていた様子でしたが、経験を積むうちに慣れていき、今

でお皿に絵付けをし、自分だけのお皿を作成しました。焼き

は楽しんで学生のサポートをしています。

上がったお皿が届くことを、みんな楽しみにしています！

漢字授業のアシスタントの様子

アシスタントティーチャー

実際にお皿に絵付けをする様子

成型後の作品を観察する学生達

瀬戸くん(九州産業大学3年生)

Staff’s Comments
西日本国際教育学院 広報企画部
バラル アニシュ

西日本国際教育学院 学生支援部
吉安 真冬
学生支援部に所属し、学生のアル

ネパールのビラトナガル出身で

＝＝＝バイトに関する支援・事務

す。本校の卒業生です。日本で

marru を担当しています。学校

の留学経験を生かして、学生募

maruu での勉強やアルバイトを

● 集の仕事をしています。趣味

maruu 通して日本語が上手に

は映画観賞。日本に来て6年にな

なっていく姿を見て、自分も頑張

りますが、まだ分からない事も

ろうという気持ちになります。今

あります。これからも勉強を続

後も学生が有意義な留学生活を送

け、日本での生活を頑張ってい

れるようサポートしていきたいで

きたいと思います。

す。趣味は、ドライブです。

Student’s Comments
インドネシア出身です。学校生活は
とても面白くて楽しいです。色々な
国の生徒がいるので、友達と話すの
は、もちろん日本語しかありません。
そして西日本にはたくさんのイベン
トがあります。一番好きなイベント
は子ども食堂です。私の趣味はイン
ドネシアの民族ダンスと日本舞踊を
踊ることです。

西日本国際教育学院 1年生
アルディアンシャー デディ

国際貢献専門大学校
八代青年会議所の2017年度国際交流事業に参加
熊本県八代市の高校生16名と西日本国際教育学院及び国際貢献専門大学
校の学生24名が11月26日（日）に熊本県八代市の日奈久温泉ゆめ倉庫で
開催された国際交流事業に参加しました。熊本県八代市出身の宮田総長
が学園の歴史や留学生の状況等を講話し、その後、高校生の皆さんから
壇上で講演をする総長

日奈久温泉散策コースを案内して頂き、足湯に浸かったり、「金波楼」
の中を見学したりと日奈久温泉街の雰囲気を堪能しました。その後ちく
わ焼き体験を行いました。ちくわを初めて食べる留学生もいてとても美
味しそうに食べていました。今回参加し
た学生は、「日本の文化や食べ物の作り
方を学んで、とても面白かった」「高校
生と一緒に話したり、遊んだり、散策で
きて楽しかった」等の声があり、非常に

交流事業後に全員で記念写真

ちくわ焼き体験の様子

有意義な一日を過ごすことができました。

テコンドー全国大会で銅メダル獲得

大学生との企業研究交流会

1月21日（日）に千葉県総合スポーツセンターで行われた第

福岡大学でベンチャー企業論を教える阿比留教授が指導し、

11回全日本テコンドー選手権大会74㎏級において1年生のア

NPO法人Asian Students’ Innovation Association (ASIA)が支援する企業の課題

ディカリ アルン選手（ネパール）が見事に銅メダルを獲得

解決型インターンシップBreakthrough2017のメンバーと国際貢献

しました。アルン選手は「嬉しい気持ちと悔しい気持ち両

専門大学校の留学生28名が1月25日に国際交流センターで第3

方です」と正直な感想を述べていました。優勝を狙ってい

回目の交流会を行いました。結婚式場を全国展開し、ASEANへ

ただけに準決勝敗退の結果に悔しさをにじませていました。

の進出も視野に入れているIKK社の課題解決プロジェクトチー

しかし、日本一を決める全日本選手権でベスト4に進出して

ムの活動を紹介してもらいました。留学生から母国の結婚式

銅メダル獲得の栄誉は、本学にとって

事情を紹介し、未来の結婚式の姿をグループワーク形式で議

大きな誇りです。

論しました。その後、IKK社のララシャンス博多の森結婚式場
を見学、日本の婚礼業界で働

(左側写真)
左：アルン選手
右：日本人選手
(右側写真)
メダルと賞状と
共にポーズを決
めるアルン選手

く意義やおもてなしを知る機
会になりました。留学生が日
本理解を深める為、メンバー
決勝戦の様子

ララシャンス博多の森にて

との交流を続けていきます。

Staff’s Comments

Student’s Comments
国際貢献専門大学校 教務課

大学でスポーツ科学を学び、卒業後は保健

篠原 信世

体育科の教員、そしてボクシングのプロス
ポーツ選手としても活動しました。今後注

国際貢献専門大学校 1年生
タマン ダワ

現在2年生2クラスの担任をしていま

目されるのは「健康」だと考えますので、

す。その他、国際貢献専門大学校全

ネパールの学校を卒業し、日本に来

-- 今まで得た知識や経験を多くの学生に教

体の授業のスケジュールを組んだり、

ました。日本は科学技術が発達して

- え伝えることができればと思っています。

クラス管理などをしています。教育

いて、そんな日本で僕はITビジネス

● それが、今の私にできる「国際貢献」だ

現場に長くいたせいか学生達の声が

●を勉強しています。１年生です。

とも思っています。最終的な夢は「世界の

●聞こえる空間が、私の癒しの場所

● 情報処理技能検定試験4級のテス

-健康寿命の延伸に貢献することです。

です。日々学生達と向き合い、共に

○

成長していけるようにいつも笑顔で

● 張っています。卒業後は日本の有

サポートしています。趣味は、料理

名な会社に就職したいです。先生方

を作ることと食べること、旅行です。

の指導にいつも感謝しています。

国際貢献専門大学校 学生指導課
田仲 俊宏

トに合格し、次は1級に向けて頑

卒業式開催

にしてつラッピングバス
新デザイン走行開始
11月より新しいデザインでの本
那珂川線

学園のラッピングバスが走行を

本学園の2018年度卒業式を
開催いたします。

宇美線

西日本国際教育学院
日時：3月2日(金）10時
場所：南市民センター

開始しました。運転席側は日本
語、乗降者側は英語でデザイン
しました。那珂川線、宇美線、

国際貢献専門大学校
日時：3月16日（金）10時
場所：ANAクラウンプラザ

片江線、早良線の四路線を走行
中です。たくさんの人の目にふ
片江線

れてくれることと思います。

ファインプロデュースと

早良線

卒業式の様子は次回の学園
報にてお知らせいたします。

教室カメラ設置

事務所移転

宮田学園のグループ会社㈱ファインプロデュースは、『人材派

最新教育環境のなかで学生に勉強に励んでもらうた

遣』と『国際貢献専門大学校･卒業生の就職サポート』、IWATは技

め「教室カメラ」を設置しました。海外からの父兄

能実習生の受入れが主な業務です。昨年11月に舞鶴2丁目から天神

の要望により導入したもので、授業の様子を学生の

2丁目に事務所を移転しました。国体道路沿いで西鉄の福岡(天神)

父兄に配信することができます。現在、全教室にカ

駅より歩いて５分です。営業と事務員力を合わせて業務を行って

メラを設置しています。我が子の授業の様子をリア

おります。お近くにお寄りの際は是非 ﾌ

、
住 所：福岡市天神2丁目3-10
_______天神ﾊﾟｲﾝｸﾚｽﾄ822号室
T E L：092-725-5224
F A X：092-725-4202

ルタイムで見ることがで

住 所：福岡市天神2丁目3-10
_______天神ﾊﾟｲﾝｸﾚｽﾄ711号室
T E L：092-725-5111

むことと思います。

ｧ
ｲ
ﾝ

お立ち寄りください。

左2名：IWAT

右5名：ファインプロデュース
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き安心しますし、学生も
気を引き締めて勉学に励
教室カメラの管理画面⇒

寄稿：道の窓

宮田学園での研修を通して
モンゴル国立大学
国際交流課長 シューライ メンデバヤル
1月4日から1か月間、日本語の学習及び研修のため宮田学園へ来ました。モンゴル国立大学
での私の仕事は他国の文化理解に強く関連しており、世界中の大学とパートナーシップ協定
を結ぶべく調整をすることです。宮田学園では、ネパールやベトナム、中国など様々な国か
らの学生と一緒に学び、とても良い経験になりました。皆さんとても親切で、学生は一生懸
命勉強します。私は研修中、経営戦略室のメンバーとして、スタッフや来園されるお客様と
のミーティングに参加しました。そうすることにより宮田学園について知ることができまし

アラム エムディ シャフ

たし、日本人の企業文化やどのようにコミュニケーションをとるか、将来の協力について検
討する際にとても役に立っています。子ども食堂に参加しました。モンゴルの子ども達や文
化などについてプレゼンテーションをしました。また、アシスタントティーチャーのオブ
ザーバーとしてクラスに参加もしました。この新しい取り組みはとても興味深いものでした。
それ以外ではNet IB Newsのインタビューを受け、宮田学園での経験や今後のパートナー
シップについて私の考えをお伝えしました。このインタビューが、たくさんの人がモンゴル
について知る機会になれば嬉しいです。私は以前、大阪大学で勉強をしましたが、今回日本
語や文化、日本人について再度色々な発見をすることができました。宮田学園のあたたかい
おもてなしに感謝しています。ありがとうございます。
Net IB Newsのインタビュー記事☞

http://www.data-max.co.jp/300123_sm01/

私は2016年7月にバングラデシュから
来ました。同国の先輩とルームシェ
アをして仲良く生活しています。
2017年12月にＮ３に合格しました。
これからも、将来に向かって色々な
ことにチャレンジしていこうと思っ
ています。みなさんも一緒に頑張り
ましょう！
（西日本国際教育学院2年生）

